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国立駅南口複合公共施設整備事業に関するマーケットサウンディング調査 実施要領 

 
１ 調査の目的 

国立市では、平成 29年 2月に「国立駅南口複合公共施設整備基本計画」（以下「計本計画」とい
う。）を策定し、市民の交流、文化の発信、にぎわい空間の創出等を実現する「“公共施設”と“民

間施設”の複合施設」を整備することを検討しています。検討においては、ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の

活用により市の財政負担の軽減を図るとともに、より魅力的な施設が整備されるような手法を適用

することを基本とし、今後、民間事業者から事業提案を求めていく予定です。 
今回のマーケットサウンディング調査（以下「ＭＳ調査」という。）は、国立駅南口複合公共施設

整備事業（以下「本事業」という。）における民間活力導入の検討に当たって、実現性の高い事業方

法等について民間事業者から広く意見、提案を求め、「対話」を通じて事業条件等を把握していくこ

とを目的としています。 
 

ＭＳ調査における「対話」を通じて、本事業に関心がある民間事業者の皆様と国立市とのコミュ

ニケーションが図られること、市場を把握することで実現可能性の高い検討が可能となること、国

立市の現時点での基本的な考え方を理解していただけること等を期待しています。 
 

２ ＭＳ調査の流れ 

 

 

 

   

 

 
 

■ＭＳ調査の実施（アイデア及びノウハウの保護のため、対話は個別に行います。） 

（１）日時・場所 

    平成29年10月16日（月）、18日（水）、19日（木）で１時間程度 

    国立市役所 会議室 

    ※申込後、調整し個別に連絡します。 

（２）対象者 

    本事業に関心がある法人又は法人のグループ 
 

■参加の申込み（事前予約制） 

 別紙「エントリーシート」に必要事項を記入し、申込期間内に電子メールで下記申込先へ御提出く

ださい。なお、件名は【国立駅南口複合公共施設整備事業ＭＳ調査申込み】としてください。 

  ＜申 込 先＞ 国立市 都市整備部 国立駅周辺整備課（担当：関野・北村） 

（Email: sec_kuniseibi@city.kunitachi.lg.jp） 

  ＜申込期間＞ 平成29年9月7日（木）～10月6日（金） 

ＭＳ調査の公表・参加受付 

基本計画や対話内容等を提示

し、調査参加者を受付 

ＭＳ調査の実施 

本事業に関心のある 

民間事業者の皆様と対話 

調査結果の公表 

調査結果の概要を公表 

基本計画策定 

（平成28年度）

ＭＳ調査実施 

（平成29年度）

事業者公募の実施 

（平成30～31年度）

公募内容検討 

（平成29年度）
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３ 事業対象地の現況 

事業対象地は、JR 国立駅の南口の至近に位置し、現在は、暫定的に駐車場及び自転車駐車場と
して利用されています。事業対象地の概要は、次のとおりです。 

面積 約2,800㎡ 

所有者 国立市 

 敷地西側 敷地東側 
敷
地
西
側
／
東
側
の
制
約
条
件 

地域地区等 

 近隣商業地域 

 準防火地域 

 第3種高度地区 

 

 商業地域 

 防火地域 

建ぺい率、容積率 
80％・300％ 

 

80％・500％／80％・600％ 

 

日影規制 

＜近隣商業地域＞ 

5ｍ～10ｍ/5時間以上 

10ｍ超/3時間以上 

測定水平面/4.0ｍ 

＜商業地域＞ 

なし 

日影規制のある 

隣接する用途地域 

敷地北側…第1種低層住居専用地域 

（日影規制：5ｍ～10ｍ/4時間以上、10ｍ超/2.5時間以上、測定水平面/1.5ｍ） 

特別用途地区 

 第二種文教地区 

東京都文教地区建築条例第4条別表二に掲げる用途に供するために建築物を

建築し、又は用途を変更してはならない。 

その他 
 建築物の高さは20ｍ以下とすること 

 建築物は敷地南側の境界線から2ｍセットバックすること 

 
【計画地の位置】 

南口駅前広場

北口駅前広場

国立駅

西第1条線延伸部分整備西第1条線延伸部分整備

西第1条線整備西第1条線整備
西第1号線整備西第1号線整備

都市計画道路3・4・10号線整備都市計画道路3・4・10号線整備

北街道北街道

nonowa国立EASTnonowa国立EASTnonowa国立WESTnonowa国立WEST

JR東日本用地JR東日本用地
南口複合公共施設用地南口複合公共施設用地駐輪場駐輪場

ラチ外コンコースラチ外コンコース 高架下市民
利用施設
高架下市民
利用施設

旧国立駅舎再築用地旧国立駅舎再築用地

 

事業対象地 
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【敷地西側／東側の都市計画の条件】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
４ 基本計画における考え方や導入機能 

（１） 基本理念・施設整備の考え方 

キャッチフレーズ ～もっとくにたちが好きになる場所～ 

基本的な整備方針 （１） 人を“もっと集める”ための「賑わい創出」 
（２） 市民が「子育て」「文化」を“もっと広げる”ための居場所づくり 

（３） 市民を“もっと支える”ための「文化・交流」機能の導入 

施設整備の重点 

ポイント 

（１） 駅前の立地を活かした賑わいを創出する施設構成 

（２） 周辺環境に配慮した施設計画 

（３） “駅周辺の回遊性”を考慮した導入機能・施設配置 

（４） 民間ノウハウを活用した公共負担額の削減 

 
 

（２） 南口複合公共施設に導入する機能 

南口複合公共施設では、具体的に以下の公共機能及び民間機能を導入します。 
機能 規模 諸室 

子育て支援機能 約 650㎡ 子育てひろば（約 400㎡）、絵本の部屋（約 50㎡）、一時保育室（約
50 ㎡）、その他（エントランス、トイレ、シャワー室、事務室等）
（約 150㎡） 

多目的ホール 約 850㎡ 多目的ホール（約 400㎡）、 
その他（ロビー、控室、機械室、倉庫、事務室など）（約 450㎡） 

屋上ひろば 未定 緑のある屋上ひろばを配置し、子どもはもちろん全ての市民にとっ

て憩いの空間を提供します。 
民間施設 ★民間事業者の提案によります。 

駐車場・駐輪場 － － 

 
 
 

第一種低層住居専用地域
50％、100％
（日影規制あり）

近隣商業地域
80％・300％
（日影規制あり）

近隣商業地域
80％・400％
（日影規制なし）

商業地域
80％・500％
（日影規制なし）

商業地域
80％・600％
（日影規制なし）

敷地西側 敷地東側 

約60ｍ 約80ｍ 
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５ ＭＳ調査での対話内容 

  （当日の対話において、主にお聞きしたいと考えている事項です。） 

 
 以上の計画地の概要や基本計画を前提に、以下の事項について御意見等をお聞かせください。 
なお、以下に示す【主な対話内容】のうち、一部の事項についてのみの御意見、御提案も受け付け

ます（全ての事項について御意見等をいただく必要はありません）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 施設内容について 
① 民間機能 

・導入が考えられる民間機能や施設構成・規模（面積表）及びその導入機能とした理由

をお聞かせください。 

② 公共機能（子育て支援機能・多目的ホール） 

・基本計画では、子育て支援機能や多目的ホールの規模や諸室を定めています。これら

の公共機能に関し、もっと集客・賑わいを創出ことができるアイデアやよりよい管理

運営方法についてご意見、御提案があればお聞かせください。 

③ 屋上ひろば 

・屋上ひろばの利用イメージについてお聞かせください。また屋上ひろばのよりよい管

理運営方法についてご意見、御提案があればお聞かせください。 

④ 機能の配置 

・施設及び駐車場の規模、配置計画や階数等がわかる大まかなゾーニングや利用者動線

の考え方等についてお聞かせください。 

 

2. 事業実施条件について 
① 事業スキーム 

・基本計画においては、本事業のスキームの選択肢として、PFI的手法（DBO方式）を想

定しています。これを踏まえ、PFI的手法（DBO方式）を含み、最も実現性が高いと考

えられる事業手法及び事業期間についてお聞かせください。 

② 公民の役割分担について 

・上記「①事業スキーム」についてのご回答を踏まえ、貴社が望ましいと考える公民役

割分担やリスク分担についてご意見をお聞かせください。 

 

3. スケジュールについて 
・基本計画で示している事業スケジュールについてご意見をお聞かせください。 

 

4. その他について 
・その他、本事業についてご意見やご提案がありましたらお聞かせください。 

【主な対話内容】 
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６ 調査の実施方法等 

（１）調査対象者 

本事業に関心がある法人又は法人のグループ 

（２）ＭＳ調査への参加申込み 

   ①申込期間  平成29年9月7日（木） ～ 平成29年10月6日（金） 

    ②申込先   国立市 都市整備部 国立駅周辺整備課（担当：関野・北村） 

（Email: sec_kuniseibi@city.kunitachi.lg.jp） 

   参加を希望する場合は、別紙「エントリーシート」に必要事項を記入し、申込期間内に、上

記申込先に電子メールで御提出ください。なお、件名は【国立駅南口複合公共施設整備事業Ｍ

Ｓ調査申込み】としてください。 

    ※参加希望日時は、必ず第３希望まで記入してください。 

（３）ＭＳ調査 

   ①日 時   平成29年10月16日（月）、18日（水）、19日（木） 

          エントリーシートを受領後に調整の上、10月10日（火）までに実施日時及

び会場を電子メールにて御連絡します。 

          （都合により希望に添えない場合もありますので、ご了承ください。） 

   ②会 場   国立市役所 会議室 

   ③実施方法 

     ・参加申込のあった民間事業者との間で、１事業者（グループ）あたり１時間を目安に、

聞き取りによる調査を行います。 

     ・ヒアリングに当たっては資料等の提出は求めませんが、説明に必要な場合は、当日７

部ご持参願います。 

     ・調査に出席する人数は、１事業者（グループ）につき３名以内としてください。 

     ・本調査における「現地見学会」は実施いたしません。 
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７ 留意事項 

（１）参加事業者の扱い 

・ 本事業に関する公募事業等が実施される場合、ＭＳ調査への参加実績が優位性を持つものでは

ありません。 
・ ＭＳ調査は参加事業者のアイデア及びノウハウの保護のため個別に行います。 
・ 参加事業者の名称は公表しません。 
・ ＭＳ調査における対話内容は、今後の検討において参考とさせていただきます。ただし、双方

の発言とも、あくまで対話時点での想定のものとし、何ら約束等するものではないことを御理

解ください。 
（２）ＭＳ調査に関する費用、説明資料の提出 

・ ＭＳ調査に要する費用（ＭＳ調査（対話）への参加費用等）は、参加事業者の負担となります

ので、ご了承ください。 
・ 説明資料が必要と考える場合は持参していただいて結構ですが、作成資料は参加事業者の負担

となります。（資料を持参する場合は７部ご準備ください。） 
（３）追加対話への協力 

・ 必要に応じて、全部又は一部の参加者に対して追加対話（文書照会含む）を行うことがありま

すので、ご協力ください。 
（４）実施結果の公表 

・ 対話の実施結果の概要について、平成29年11月中旬頃に市のホームページで公表します。 
・ 参加事業者の名称やノウハウに係る内容は、公表しません。 

（５）参加除外条件 

   参加しようとする法人（グループの場合は構成法人のいずれか法人）又はその役員が、国立市

暴力団排除条例（平成25年12月国立市条例第42号）第２条第１号に規定する暴力団、同条第２

号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団関係者に該当する場合は、今回のＭＳ調

査に参加することはできません。 

８ ＭＳ調査実施主体者 

  当日は、以下の体制により対話をさせていただきます。 

  ・国立市 都市整備部 国立駅周辺整備課 

 ・八千代エンジニヤリング株式会社（本調査委託業者） 

 
 

問い合わせ先 

国立市 都市整備部 国立駅周辺整備課（担当：関野・北村） 

〒186-8501 国立市富士見台2－47－1 

T E L ：042-576-2111 (内線：382,383) 
E-mail：sec_kuniseibi@city.kunitachi.lg.jp 
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